優良企業1000社の会員を目指すビックパワーネットワーク

月刊福岡ビジネス協議会
発刊日：平成２１年２月１７日
この内容は下記のＦＢＫ ＷＥＢサイトで
ご覧いただけます。

第３５号

ゲストの方にＦＢＫの概要説明の
前田組織拡大委員長

http://www.fbknet.com

0９年２月度月例会

第６６回

（ゲスト同伴大会）
開催日時：2009年２月１２日（木）
担当：組織拡大委員会

開催会場：ＫＫＲホテル博多

２月月例会では「ゲスト同伴大会」を行い、ＦＢＫの活動をより多くの企業の方にご理解をいた
だき、組織拡大に向けＦＢＫの概要を説明いたしました。３０名のゲストの方を各テーブルについ
ていただき、分散会（各テーブルで自己紹介や会社ＰＲ）を体験していただきました。

世話人代表挨拶の石川さん

緊急提案
新会員の紹介

ＫＫＲホテル博多ご挨拶

「株式会社ネオ倶楽部」企業ＰＲ
総合司会の太田さん

テーブルごとに会社や自己ＰＲ

(株）新華通信ネットジャパン

司会者よりゲストの紹
介をいたしました
(株）テクニカルライト

(株）日立製作所

ＦＷＦ女性会員募集
（１社１名の参加を！）

メンバーとゲスト同伴者の名刺
交換も盛んに行われました。

今月は４社のＰＲをしていただきました。

新
会
員
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業
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関西酵素(株） 生田さん

（有）夢花 奥さん

ハートの熱い学生が多い九州は新卒人材の宝
庫です。買い手市場の2010年は良い人材を採用す
るチャンスです。
不況時代に採用した学生は必ず、将来の会社を支
える重要な人材となります。厳しい時期を共に乗越
えた人材は、優秀な幹部へと成長します。
㈱ネオ倶楽部就職
エージェント事業部は、
新卒採用支援を通して、
会社の活性化、組織力
向上にお役に立てます！

総務部・人事部の方のご紹介をお願い致します！

「九州旅客鉄道株式会社」企業ＰＲ
ＪＲ九州のＩＣカード乗車券「ＳＵＧＯＣＡ（ス
ゴカ）」のサービスを、
平成21年3月1日(日)から
開始いたします。
①タッチ＆ゴーで自動改札機を利用できま
す。
②事前にチャージ(入金）して繰り返し利用
できます。
③定期券機能の追加・更新ができます。
④紛失しても
再発行できます。
⑤電子マネーでお
買い物もできます。

日野出(株） 平原さん

日化産業(株） 山本さん

加盟店さま大募集中
よろしくお願い
いたします。

今月も九重町の皆様より（ゲスト）たくさんのお土産をいただきました。

交流

福岡ビジネス協議会（FBK)会員様 各位
2009年2月吉日
WEB委員会 委員長 大塚正道

第67回（3月度）月例会のご案内
日頃よりＦＢＫの発展にご協力いただき、誠に有難うございます。
3月の月例会を下記の通り開催致しますのでご案内申し上げます。
当月は、ＷＥＢ委員会が担当いたします。
皆様の多数のご出席をお願い申し上げます。
３月１２日（木）
１７：００～２０：３０
入会説明会は１５：３０～１６：３０に実施致します。
＊新入会員の方、ゲストの方のご参加をお待ちしています。
＊メンバー変更などで初めてＦＢＫに入られた方もご参加をお願いします。
福岡サンパレス
福岡市博多区築港本町２番１号
Tel 092－272－1123（代）
（入会説明会：同じ）
◇定例会
１７：００～１７：０３ ・代表世話人挨拶 石川代表世話人（3分）
１７：０４～１７：０７ ・会場責任者ご挨拶 福岡サンパレス様（3分）
１７：０８～１７：１３ ・新入会員、ゲストの紹介（5分）；会社名、名前のみ
１７：１４～１７：１７ ・交流成果発表（3分）
１７：１８～１７：３３ ・新入会員企業ＰＲ（1社3分以内、先着5社まで）
１７：３４～１７：４０ ・緊急提案（1社2分以内、先着3社まで）
１７：４１～１７：５１ ・各委員会、分科会からの連絡（10分）
１７：５２～１７：５７ ・次回月例会の案内（5分）；厚生事業委員会
１７：５８～１８：１３ ・士業ワンポイントセミナー
（講師：すばる法律事務所 堀孝之弁護士
テーマ：裁判員制度への対応について）
１８：１５～１８：５０ ・分散会
（自己紹介メモ、自社ＰＲ資料を１０部ご持参ください）
◇懇親会
１９：００～２０：３０ ・同一会場にて

１．日時

２．場所

３．内容

＊新会員企業ＰＲ，緊急提案ご希望の方は、2月27日までにメールにて
事務局へお申し込みください。（発表時間厳守で資料の準備を！！）
４．確認事項

１月度実績：７0、353千円（225件）会員企業より買ったけど報告が上がっ
ていないと苦情があります。皆様のご協力をお願いいたします。
１月の「受注」又は「発注」で報告いただいた会員企業は１２３社です４
０％の会員様がＦＢＫ会員同士の取引に関わっています。実績が上がらな
いと嘆くよりもまずは訪問の行動を起こしましょう！
百万円

ＦＢＫ交流成果実績表（累計）

（最近、ご入力が遅れがちです。懇親会手配の都合もございますので、ご協力宜しくお願いします）

●当日の物販商談会出店希望の会社は２月２７日までに事務局にお申込みください。
●チラシ等の配布希望の方は３０分前に会場にて、各机上に配布してください。
●懇親会の会費はお一人４，０００円です。領収書を準備いたします。
（３月11日17時以降のキャンセルは会費を後日請求させていただきます。）
以上
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・トランスコスモス株式会社
◆デジタルマーケティング
インターネット広告、Webサイト(ホームページ）構築・運用、モバイル、セールスサポート
◆コールセンター
インバウンドサービス、アウトバウンドサービス、コールセンターシステムの構築・運用
◆ビジネスプロセスアウトソーシング
サポートデスク、システム構築、ビジネスサポート、開発・設計、ITものづくり支援
◆ビジネスプロセスソリューション
データエントリー、イメージファイリング、中国エントリー、ペーパーレス、e文書管理、電子申込書サービス
◆中国オフショア開発
低コスト・高クオリティなオフショア開発
◆海外事業
中国・韓国・タイ・シンガポール・アメリカを中心に多彩なサービスを提供
◆事業開発投資
BtoB、BtoC（個人向けメディア）事業の開発

●主力商品
モトローラ業務用無線機 ”GL2500R ” "ＧＬ２０００"
●業務・サービス
業務用無線機の販売・保守
業務用無線機を運用したコミニュケーション環境の実現

件
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12月より新しく入会された会員企業です、よろしくお願いいたします。

・株式会社ジャパンエニックス

百万円
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●出欠は２月２７日（金）までにＦＢＫサイトからご入力ください。

☆新会員のご紹介

今年度目標「交流実績件数３５０件/月」

３月 ９月 ３月 ９月 1月
2007
2008
2009

ＷＥＢのＦＢＫ会員専用サイトＴＯＰより

■月例会の出席
【Ｑ01】 月例会の出欠入力は。
【Ａ】 ●ＦＢＫサイトを開き、ＦＢＫ活動日程の中に出欠ボタンがあります。（月例会は常に一番上に表示されます）
●ここを開くと、定例会、懇親会の出席、欠席がありますので、それぞれにチェックを入れて決定ボタンを押してください。
●月例会の出欠は、TOPメニューから直接開くこともできます。

【Ｑ02】 出席予定だったけど急に参加できなくなりました。
【Ａ】 ●２日前まででしたら、出欠入力の画面を開いて変更して下さい。
●前日、当日の懇親会のキャンセルは、懇親会参加費をご負担いただくことになります。
●これは２日前の出欠人数で懇親会の料理等を注文するためで、無断欠席も含め事務局より後日請求させていただきます
のでご了承ください。

【Ｑ03】 登録メンバー以外の社員を一緒に参加させたいのですが。
【Ａ】 ●まず準メンバーとしてＦＢＫのＩＤを取得していることが条件です。
●準メンバーとしての登録方法は、■メンバー登録・退会 の 【Ｑ04】 「準メンバー」の登録方法は？をご覧ください。
①準メンバーの月例会出席は、正副メンバーの出欠入力画面から入力します。
出欠入力画面の「準メンバー、ゲスト参加者の連絡はこちらから」を開きます。
②準メンバーの一覧がでますので、該当者にチェックを入れて「報告内容確認のページへ」を押します。
③最後に送信ボタンを押すと、事務局に連絡がはいります。
●但し、正副メンバーは出席せず、準メンバーだけが毎月出席するのはルール違反です。
●必ず正副いずれかの正規メンバーと同行にてご参加願います。

【Ｑ04】 知り合いの会社に見学させたいのですが。（ゲスト参加）
【Ａ】 ●ＦＢＫ会員以外の会社の社員を見学参加させることを、ゲスト参加といいます。
●上記Q03の準メンバー一覧の下にゲスト入力画面があります。（右図）
●参加項目にチェックをつけ、会社名、役職、氏名、連絡先を書いて送信して下さい。
●ゲスト参加は基本的にはどなたでもできますが、見学した後に入会審査が通らない場合失礼になりますので、なる
べく事前に入会審査の依頼をお願いします。

【Ｑ05】 緊急提案をしたいのですが。
【Ａ】 ●月例会の時に自社の商品やイベントなどをPRする「緊急提案」という時間があります。
●月例会の案内文に締切日が書いてありますので、それまでに事務局へメールで申込をします。
●持ち時間はわずか２分ですので、要点をまとめて要領よく話すことと、チラシ配布やWEBの耳寄り情報などを併用し
てPR効果を高めてください。
●尚、月例会会場でのチラシ配布は３０分以上前に会場へきて、ご自分でテーブルに配って下さい。

【Ｑ06】 会場で商品を販売したいのですが。
【Ａ】 ●会場での展示即売という方法があります。
●事前に申し込みいただけば、受け付けカウンター付近にテーブルを用意します。

【Ｑ07】 企業ＰＲをしたいのですが。
【Ａ】 ●月例会の時に１０分で自社の業務内容などを紹介する「企業PR」という時間があります。
●但し、毎月ではありませんので、月例会スケジュール表をご確認ください。
●通常当番委員会が募集しますが、事前に事務局へ連絡しておけば優先的に割り振られます。
●企業PRではプレゼンテーションを使っていただき」、直前の世話人会で、リハーサルを行います。
●尚、新入会員の場合は、入会３か月以内に５分間の「新入会員企業PR」をすることができます。

福岡ビジネス協議会（ＦＢＫ）事務局
E-Mail： fbk@cnc.bbiq.jp
〒812-0008 福岡市博多区東光２－７－２５
株式会社正興電機製作所（内） 別館１階

発刊責任者：ＦＢＫ事務局 青木重則
TEL.092-432-3269 ＦＡＸ092-287-9039
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事務局
【入会・運営全般】
【ＷＥＢ・会計全般】
【ＷＥＢ・業務全般】
◎担当：原田（損保ジャパン内）
◎担当：吉田（日立キャピタルＯＢ）
◎担当：青木（日産キャリアサービス内）
◎TEL.092-481-5338 FAX.092-481-5370
◎TEL.092-432-3269 FAX.092-287-9039
ＦＢＫ電話080-3969-8710
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